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市政情報 topics
市政情報

ダイヤモンド婚・金婚夫婦祝福式典

求人・募集
公民館

平和を祈る 戦争犠牲者追悼式

問い合わせ

地域福祉課

（740）
1172

私の父は戦争で亡くなりました。私と同じように、

セミナー
発表・鑑賞

家族を戦争で亡くした市民で遺族会を組織していま

す。しかし、高齢化の影響もあり戦争を知る人は減
少し、記憶の風化を実感しています。

近年は、広島での平和学習を終えた小学生が、平

和への思いを持ちながらこの追悼式に出席していま

ごみ
カレンダー

す。戦争の記憶を風化させず
に継承していくため、市民全

スポーツ
案内

日時

場所

10/18

員で考える場になっていけば

みつなかホール

健康

交通事故の防止を啓発

中央図書館

問い合わせ 交通政策課

（740）
1180

相談の案内

秋の全国交通安全運動は９月 21 日㈯～ 30 日㈪
で９月 30 日は「交通事故死ゼロをめざす日」です。
運転をする人は速度を控えて、思いやりのある運転
と早めのライト点灯を心掛けましょう。
歩行者は通り慣れた道でも注意して、遠回りでも
信号機や横断歩道を利用し、明るい色の服装と夜光

高齢者
福祉

反射材を活用すると効果的です。

資格取得費用の一部を助成
防災士を養成するため

子育て

問い合わせ 危機管理課

（740）
１１４５

市では防災士を養成するため、県主催の「ひょう

コラム

ご防災リーダー講座」や日本防災士機構が認証した
研修機関が実施する「防災士研修講座」の受講費用

フォト
ニュース

の一部を助成しています。
各講座修了後、防災士資格試験に合格し、防災士
登録を行った市民が対象。受講費用の一部を助成し
ます。定員は 10 人（先着順）
。希望者は、各講座

を申し込む前に危機管理課に申し出てください。
【ひょうご防災リーダー講座】

10 月上旬～２年２月に全 12 回で開催。県広域
防災センターで行います。
【防災士研修講座】
全国各地で開催。２日間で、防災・減災に関する
基礎知識や体験学習、図上訓練などが行われます。
2019.09

11 月 20 日㈬午後１時半から▷ 場 アステホール
34 年または 44 年に結婚し、市内在住で
同居している夫婦▷ 他 笑福亭銀瓶さんによる落語の
アトラクションなど。食事はありません▷ 申 郵 往復
ハガキに住所、夫婦の氏名（ふりがな）、電話番号、
婚姻年月日を、返信用に住所、氏名を書き、９月
12 日㈭（消印有効）までに地域福祉課へ

市社会福祉審議会市民委員を募集
福祉事業について調査・審議
（740）
1172

市の福祉事業に関する重要事項について、調査・
審議する社会福祉審議会委員の市民委員を募集しま

金 午前 10 時半から

市遺族会 会長

戸上 陽生さん

サンブルと川西小学校６年生による奉唱などを予定

（740）
1174

時

問い合わせ 地域福祉課

と思います。

戦没者名簿の奉献や献花、混声合唱団フローラ・アン

問い合わせ 地域福祉課

▷ 対 昭和

市民全員が平和について考える機会に

秋の全国交通安全運動始まる
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結婚50周年・60周年の夫婦を祝福

終戦から 74 年。戦争の悲惨さと向き合う

外壁タイル落下防止のネットを設置
市役所本庁舎と保健センター

問い合わせ 総務課

（740）
1140

市役所本庁舎と保健センターの外壁タイル落下防
止のためのネット設置工事を 9 月 27 日㈮から 11
月ごろまで行います。工事期間中は、出入口および
駐車場を一部閉鎖します。

公営霊園行きのバスを運行
９月 21 日～ 23 日

問い合わせ 都市整備公社

（740）
1219

（一財）市都市整備公社が、９月 21 日㈯～ 23 日
㈷に公営霊園行きのバスを下表の通り運行します。
また、霊園使用者を随時募集しています。申し込
み方法など詳しくは同公社か市ホームページへ。
阪急バス
「川西バスターミナル」
発着
（片道約 20 分）

阪急バス
「平野バスターミナル」発着
（片道約 20 分）

往路
（行き） 復路
（帰り）
川西発
公営霊園発

往路
（行き） 復路
（帰り）
平野発
公営霊園発

８：35
10：35
13：35
15：35

９ ：30
11：30
14：20
16：20

10：00
12：00
14：50
16：50

「萩原台」
「西多田」
「けや
き坂一丁目」
「けやき坂四
丁目」の各停留所に停車

９ ：10
11：10
14：00
16：00

「緑台四丁目」
「けやき坂
一丁目」
「けやき坂四丁目」
の各停留所に停車

す。任期は 11 月１日から３年 10 月 31 日まで。
対 福祉に関心のある 18 歳以上の市民で、国や地方
公共団体の議員・常勤の公務員でない人▷ 申 郵 市
役所１階の地域福祉課に備え付けの応募用紙（市
ホームページからダウンロード可）に必要事項を書
き、「これからの福祉」をテーマに 800 字程度の作
文を添えて、９月 27 日㈮（必着）までに地域福祉
課 kawa0027@city.kawanishi.lg.jp へ

証明書発行の一時停止

コンビニとアステ市民プラザ

問い合わせ

市民課 （740）
1340
アステ市民プラザ （740）
1115

９月 7 日㈯・８日㈰は設備保守点検のため、終
日コンビニ交付サービスとアステ市民プラザでの証
明書発行ができません。また、12 日㈭・13 日㈮は
終日、18 日㈬は午後１時までコンビニ交付サービ
スでの証明書発行が利用できません。詳しくはコン
ビニ交付サービスについては市民課、アステ市民プ
ラザの証明書発行については同プラザへ。

就学予定児の健康診断を実施
２年４月に小学校入学予定者

問い合わせ

学校教育課 （740）
1254
学務課 （740）
1256

市教育委員会が、２年４月に小学校入学予定者を
対象に就学時健診を行います。９月下旬に送付する
通知書に記載の場所で受診してくだ
実施日一覧は

さい。
こちら
９月 30 日㈪までに同通知書が届
いていない場合は、学校教育課へ。
就学を希望する外国籍の人は、事前
に市役所３階の学務課へ。

入札参加申請を追加受け付け

建設工事、測量・建設コンサルタントなど

問い合わせ 契約検査課

（740）
1143

２年に市が発注する建設工事や測量・建設コンサ
ルタントなどの業務委託、物件の買い入れなど、入

札参加に必要な資格審査申請（指名願）を 10 月１
日㈫から 31 日㈭まで受け付けます。詳しくは市ホー
ムページへ。

市所有の土地を売却

要領は市ホームページに掲載

問い合わせ 企画財政課

（740）
1130

市が所有する土地（錦松台 195 番、宅地、432.7
平方㍍）を、一般競争入札で売却します。入札実施
要領は、９月２日㈪から市役所４階の企画財政課に
備え付ける他、市ホームページにも掲載します。入
札への参加方法など、詳しくは同要領を確認してく
ださい。

特定健診の受診勧奨案内
未受診者に電話連絡します

問い合わせ 国民健康保険課

（740）
2006

平成 30 年度の特定健診を受診していない人を対
象に、２年１月ごろまでに電話で受診案内を行いま
す。特定健診は、年に１回定期的に受診することで、
生活習慣病などの早期発見に役立ちますので、受診
してください。また、通院中の人でも、医療機関で
の検査項目が特定健診の検査項目を満たしていない
場合は受診をしてください。

土地区画整理事業の計画変更案縦覧
9 月 7 日～ 20 日

問い合わせ キセラ川西推進課

（740）
1203

阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理

事業の事業計画変更案を９月 7 日㈯～ 20 日㈮に市
役所５階のキセラ川西推進課で縦覧します。

区域内の土地所有者や利害関係のある人で、事業
計画変更案に意見のある場合は、９月７日～ 10 月
４日㈮に県知事に意見書を提出することができま
す。

納期限は９月 30 日㈪です
国民健康保険税〈第３期〉
後期高齢者医療保険料〈第３期〉
介護保険料〈第３期〉

詳しくは保険収納課 （740）
1177、介護保険課

（740）1148 へ
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